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 第 2 回地区公民館運営委員会報告 

８月 25日第２回地区公民館運営委員会が開

催されました。協議内容は次のとおりです。 

① 小学校・地区運動会の開催について 

９月 24 日（日）8 時 40 分入場行進開始 

地区外の和田地区出身者にも参加を呼び掛

け、地区の皆さんとの交流を図りましょう。 

お知り合いの方にも声掛けをお願いします。 

 

②第 47 回吹上地域市民運動会について 

10 月８日（日）陸上競技場 9 時入場 

２年に１度の吹上地域市民運動会が開催さ

れます。前回、和田は３位と好成績でした。

今年はルール改正もあり参加しやすいプログ

ラムとなっています。 

優勝目指して、是非ご参加を！！ 

 

③ 第 55 回吹上地域市民駅伝競走大会の 

開催ついて～北回りコース～ 

11 月 13 日（日）9：00 開会 10：30 スタート  

今年は、北回りコース田代野自治公民館をス

タートに 10区間 14.5ｋｍです。 

今年も２チーム出場、上位入賞を目指して取

り組みます。練習会にご協力を、参加大歓迎 

10月９日（月）から練習が始まります。 

地区民の皆さんの応援が選手の力になりま

す。応援・ご声援をお願いします。 

 

② 第 25 回地区文化祭の開催について 

11 月 19 日（日）開催で決定！！ 詳細は、 

10月 3日（火）の実行委員会で協議します。 

③ 第４期地区振興計画の策定につい

て 

地域づくり交付金の配分割合を決定 

   ソフト事業費を 60％に拡大 

地区で行っている定住促進事業や健

康づくり、夏祭り、文化祭の行事は、

地域づくり推進事業交付金を活用して

います。第３期の配分割合は、ハード、

ソフト事業ともに 50％でした。 

第４期は、和田地区の重要課題であ

る人口減少対策としての定住促進の強

化を図るためにソフト事業の配分を多

くして 60％に拡大することに決定しま

した。 

具体的な交付金の活用方法は、これか 

ら開く未来会議で話し合っていただき

ます。 

 ※ハード事業は、掲示板や身近な生

活道路の整備（工事費）などです。 

  ソフト事業は、定住促進や健康づ

くりなど地区民の皆さんが主体的に

動く活動に要する事業に充てます。 

 

④ 在鹿和田会との交流連携について 

地区運動会、地区文化祭に参加して

いただきます。 

今年は、3年に 1回の和田地区との

交流懇親会を開催します。 

期日；平成 29年 11月 25日（土） 

場所；国民宿舎「吹上砂丘荘」 

 詳細は、後日回覧でお知らせします。 

祝 前野フミエさん 

元気で 100 歳に 

日置市内の高齢化率は 32.6％、吹上町は

39.9％、100 歳以上の方は、56 人、日置市

内の最高齢者は、107 歳です。（日吉地域

居住）吹上地域の最高齢者は 106 歳です。    

中和田自治会出身で喜楽奈村に入居され

ている窪園タツさんは、101 歳を迎えられ

ました。 

和田地区でめでたく百寿、米寿を迎えら

れた方々をご紹介します。 

◎ 100歳（百寿）◎ 

前野フミエさん（下和田） 

前野さんは、大正５年 10月 10日生、 

日置市長よりお祝い状を送られました。 

健康長寿の秘訣は、何でも食べて毎日の散歩    

○ 88歳（米寿）○ 

有馬アヤ子さん（瀬谷）、今村ミヨ子さん

（助代）、岡元鉄男さん、坂口昭男さん 

（以上 上和田）、岡元シメ子さん 

坂口シヅエさん、前野重雄さん、吹上フヂ

エさん、永野美和子さん（以上 苙岡） 

みなさんこれからもお元気にお過ごしください 

ひまわり館収穫祭 

10月 22日（日）9:00～スタート 
収穫の秋を迎えました。 

ひまわり館では、収穫祭を開催します。 

 新米おにぎりの無料配付、お得な「新

米量り売り」や新鮮野菜の販売など盛り

だくさんです。 みんなでひまわり館を

利用し、地域を盛り上げましょう！ 

10 月の行事予定 

日 曜 行  事 

３ 

 

火 やさしい園芸教室 

（機械安全講習会含む）9：00 
第 25回地区文化祭実行委員会 20:00 

ヨガクラブ 20：00 

７ 土 カラオケ同好会 19：30 

８ 日 市民運動会 陸上競技場 9 時入場 

９ 月 祝 体育の日 

たのしいハーモニカ教室 10：00 

10 火 市民駅伝練習開始 18：30 

13 金 文書発送 

婦人学級 20：00『オリーブについて』 

14 土 カラオケ同好会 19：30 

15 日 吹上秋祭り；伊作太鼓踊り披露 

17 火 ヨガクラブ 20：00 

20 金 たのしい料理教室 10：00 

21 土 Let‘s enjoy（ﾌｨｯﾄﾈｽ・ﾌﾗ）9：30 

妙円寺詣り；伊作太鼓踊り披露 

カラオケ同好会 19：30 

22 日 ひまわり館収穫祭 

23 月 生け花同好会 9：00 

24 火 にこにこ健康体操 10：00 

27 金 文書発送 

28 土 吹上地域文化祭（29 日まで） 

カラオケ同好会 19：30 
 

おひさま運動 

お はようの声ひびく 思いやり育てる やさしいまち 

ひ ろげよう読書 感動あふれる 学びのまち 

さ わやかな汗 心と体きたえる 健康なまち 

ま もろう決まり みんなでつくる 安全なまち 
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伊作太鼓踊り和田保存会 

南方神社奉納・吹上町内巡回披露 

 

  ８月 28 日、29 日の両日にわたり、伊作太鼓

踊り和田保存会のみなさんが無事、奉納・町

内巡回披露を終えました。 

  和田地区では、地区公民館・保存会で実行

委員会を組織し、6 年ぶりの奉納に臨みまし

た。昨年７月から準備を進め、中打ちは今年

５月から平打ちは７月から練習を重ねこの日

を迎えました。 

       南方神社に奉納 

   写真は、ホームページにも掲載してあります 

若いパワーに元気をもらいました；瀬谷自治会にて   中打ち 4人頑張りました； 助代自治会にて 

踊りの合間のひと休み；吹上学園にて        平打ちの踊り子はトラック 2台で移動 

  １日目は、南方神社奉納に始まり、藤元、伊作地区で披露、２日目は、大汝牟遅

神社に参拝後 永吉・花田・吹上、平鹿倉、和田地区へと披露しました。 

各地の披露場所では、飲み物を準備して下さるなど大歓迎を受けました。 

太鼓踊りに寄せる地域の期待の大きさを感じました。６年ぶりの太鼓踊りに涙する

人も・・ ２日目の夕方からは、踊り子の疲労もピークになる中、地元での踊りに

太鼓、鉦を叩く音もより一層大きくなり、和田小学校で最後のお披露目となりまし

た。２日間で 39か所、事故なく無事終了しました。今回は、学生、20 代、30 代を

中心に若いパワーにあふれ、はつらつした踊りが好評でした。慰労会の反省では、6

年後も踊ることを誓いあっていました。若い力に和田の未来に明るさを感じました。  

全員最後まで踊り切りました！最高！ 和田小学校 

太鼓踊りも実行委員・役員の皆さんや保

存会の方々のご協力のおかげで無事終わ

りました。地区民の皆様からも励ましのお

言葉をいただき、活力となりました。 

この伝統芸能「伊作太鼓踊り」を和田の

宝として大切に継承していきます。 

今後ともよろしくお願いします。 

次は、2023年です。お楽しみに(*^_^*) 

 

お知らせ；①太鼓踊りの出演について 

10月 7日（土）12：00頃  

藤元 峠のそば屋吹上庵「そば祭り」 

 10 月 15 日（日）14：00 頃 吹上浜公園

吹上秋祭り 2017 

 10月 21日（日）15：00頃 徳重神社 

    妙円寺詣り奉納行事 

 ②写真集、DVD（汐浜入りから南方神社

奉納、披露を収録）を実費にて頒価しま

す。購入希望の方は、和田地区公民館へ 

（裏面に続きます。10 月の行事予定表も） 
 

第３期地区振興計画（27年度～29年度） 

地区のテーマ；『ずっと住み続けたい地域を目指して』 

親・子・孫 三世代 仲よく、住んでよし 学んでよし、 

和田地区・和田小学校 

和田地区人口：総人口/575人 男性/275人 女性/300人 世帯数/300世帯 29.9.1現在 

 


